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平成２７年第３回富士川町議会臨時会 

平成２７年７月２８日 

                                 午前１０時開会                                   

於 議場 

 

1. 議 事 日 程 

日程第  １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第  ４ 請願第３号 町道天神中條２０号線建設中止の請願書について 

 

２. 出席議員は、次のとおりである。（１５名） 

 

１番  小 林 有紀子      ２番  深 澤 公 雄 

３番  川 口 正 満      ４番  青 栁 光 仁 

５番  堀 内 春 美      ６番  秋 山   勇 

８番  鮫 田 洋 平      ９番  長 澤   健 

１０番  秋 山   貢     １１番  市 川 淳 子 

１２番  齊 藤 欽 也     １３番  井 上 光 三 

１４番  神 田   智     １５番  小 林   進 

１６番  齊 藤 正 行 

 

３. 欠 席 議 員 

   

   な   し 

 

４. 会議録署名議員 

 

１１番  市 川 淳 子      １２番  齊 藤 欽 也 

 

５. 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名(５名) 

        町 長    志 村  学   会 計 管 理 者  笠 井 千 尋 

総 務 課 長  増 原 俊 郎   財 政 課 長  齋 藤  靖 

建 設 課 長  細 野 幸 男    
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開会  午前１０時００分 

 

○議長（齊藤正行君） 

富士川町告示第４３号をもって招集されました、平成２７年第３回富士川町議会臨時

会に議員ならびに町長はじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席をいただき誠にありが

とうございます。 

ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、これより平

成２７年第３回富士川町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

 

○議長（齊藤正行君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 

１１番、市川淳子さんおよび 

１２番、齊藤欽也君 

を指名します。 

 

○議長（齊藤正行君）   

日程第２ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日と決定しました。 

 

○議長（齊藤正行君）   

日程第３ 諸般の報告。 

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名および監査委員の

出納検査報告などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 

このほか、議員各位には各種行事などに積極的に参加していただき、大変ご苦労さま

でした。 

以上で、諸般の報告を終わります。なお、本日は報道機関から写真撮影の申し出があ



５５５５     

りました。これを許可しましたのでご了承願います。 

 

○議長（齊藤正行君） 

日程第４ 請願第３号 町道天神中條２０号線建設中止の請願についてを議題とします。 

去る３月５日に産業建設常任委員会に付託しました、請願第３号について委員長の報

告を求めます。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     （請願審査報告書の朗読説明） 

○議長（齊藤正行君） 

以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 

市川委員長その場でしばらくお待ちください。 

これから請願第３号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 深澤公雄君。  

〇２番議員（深澤公雄君） 

１点だけ質問させていただきます。 

去る７月１４日、産業建設常任委員会の請願の審査前に、全員協議会の場で町長より

天神中條２０号線の延伸工事は、区からの再度の建設要望があるまで先送りとの対応を

示し、実質的には棚上げという形だと思います。この時点で天神中條２０号線の建設中

止の請願書の扱いについて、採択あるいは不採択を議論する必要があるのか、私はちょ

っと疑問に思われます。委員会の中でそういう意見は出なかったのか。また請願の紹介

議員からこの請願を取り下げというような動きはなかったのかお聞かせください。 

○議長（齊藤正行君） 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

産業建設常任委員会としては、あくまでも議会に対する請願です。町の対応がうんぬ

んかんぬんというところで、もちろんそれも参考にいたしますけれども、それに対して

どうこうという話ではないと思っています。７月１４日の時点で、きちんと町が天神中

條区に、公文書として区の要望の再確認ということで、その回答書をその場で読ませて

いただきました。それは天神中條区の区長が、町長宛てに出したものです。それを朗読

しました。そしてもう１つ、それに対して、町長の町から区に対して、回答を渡してあ

る、その文書もそこで経過として読ませていただきました。そういうのも含めて委員会

としては判断したつもりです。 

○議長（齊藤正行君） 
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今もう１点、請願の紹介議員について。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

請願の紹介者が、取り下げということはありませんでした。 

○議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。  

〇２番議員（深澤公雄君） 

以上で終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

１５番 小林進君。  

〇１５番議員（小林進君） 

産業建設常任委員会の皆さんには、慎重に１年間ご苦労さまでした。敬意を払うとと

もに、２、３点委員長にお尋ねしますけれどもお答えをお願いたします。 

まず第１点目は、請願している建設工事反対の天神中條２０号線とはどのことをいう

のか、常任委員長並びに当局にお尋ねをいたします。この図面がありますね。図面の中

のどこを指して町道２０号線というのか、まずその辺からお願いしたい。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

私たちは、請願の趣旨を、願意を改めてしっかりと読ませていただきました。当然、

紹介議員の方に、この請願の趣旨を審査したときに説明していただきました。そのとき

には、当然、延伸工事ということで私たちは考えています。場所を言いますか。場所は

何と言ったらいいんですか。町道認定をした天神中條２０号線ということではなくて、

そこは違っていて、延伸工事といって、要するに町道青柳天神中條線と平林青柳線が今

くっついていないんですが、そこに延伸工事をするという工事に対するものだと認識し

ております。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。  

〇町長（志村学君） 

町のほうの考え方として、町道天神中條２０号線、法的には天神中條２０号線は青柳

天神中条線から現道の部分が天神中條２０号線であります。ただ、今回の工事につきま

しては、その現道の部分の拡幅と延伸工事を町は両方計画をしておりましたので、多分

住民の皆さんから見れば、北から南まで、そっくりが天神中條２０号線だと理解をして

いると思っております。 

○議長（齊藤正行君） 

小林進君。  

〇１５番議員（小林進君） 

そこでですね、現存のということは５３メートルのことをいっていると思いますけれ
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ども、産業建設常任委員長報告には、天神中條２０号線（延伸工事）の要望理由などの

説明が区民に周知徹底されておらず混乱が生じていることがわかった。請願者の願意を

延伸工事と捉えているようだが、請願書の表題は「天神中條２０号線の建設中止の請願

書」となっており、要望事項に請願者が明記している文言も天神中條２０号線の建設中

止を強く求めますとなっており、延伸工事に限定するものになっていないと思うが、請

願が延伸工事のみと捉えると、町が方針を示した現道の５３メートルの東側の買収済み

道路敷地と民有地との境界を明確にする境界壁の工事については、建設中止の請願に含

まれていないものと判断しているのかどうか、そのへんの審査はどのようにしたのか。

また、境界壁の設置が建設中止の請願に組まれていないとしたならば、請願者に対して

、そのことをどのように伝えているのか、お伺いをいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

我々の産業建設常任委員会のメンバーの中には紹介議員がいらっしゃいます。その紹

介議員を含めて審査をしているんです。当然、その請願を出す方たちは、専門的な知識

とかあるいは語句の書き方とか、そういうことは当然不慣れだと思います。そういう中

で、請願のその趣旨、最後は請願のその要望みたいなものが書いてありますけれど、そ

れの、どういう理由で自分たちは反対しているんだっていうことが、ずっと書いてある

んですね。そこを私たちは審査して、この人たちの願意はどこにあるのか。それと、紹

介議員のそれと一致して、当然そこの延伸工事ということで、天神中條２０号線という

と全体を指すじゃないかという、そのとおりだと思います。でも、私たちが審査したの

は、あくまでも延伸工事の部分です。そして、それを請願者の方たちに、例えばこの結

果が出ましたら、しっかりとお伝えしていくつもりでいます。 

○議長（齊藤正行君） 

小林進君。  

〇１５番議員（小林進君） 

要求と違うことを審査して、結果が整ったらば請願者に説明をするなんて、そんなば

かなことがあるわけないじゃないか。しっかり、延伸工事なら延伸工事、ここまでが皆

さんの要求ですから、このへんはご理解願いますかという話をすべきだと思います。委

員会が。僕は委員長を責めているんじゃない。とにかくこの問題は昨年の６月から１年

間かかったんですよ。それで、ここで落ち着けたほうがいいじゃないかと、執行部もこ

こへ来て、はっきり示したんですよ、方向性を。それに対して、委員会は、僕はもう少

し誠意のある委員会をやるべきだと思うし、ここに議事録を持っています。時間があり

ませんから言いませんけれども、やっぱり正式なことをしていただいて、請願者にもこ

れこれこうですよと説明をして、納得をしていただいて、委員会の中で納得していただ
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いて、町の方針等も踏まえる中で、現存の問題もこの後討論の中でも言いますけれども

、そういうことをして初めて、委員長報告というものが出るという解釈をしていますけ

れども。質疑ですからこれ以上は言いませんので、討論の中で言わせてもらいますけれ

ども、その辺委員長の考えを。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

先ほども申しましたけれども、委員長の考え方というよりは委員会で話し合った内容

を、今ここで客観的に委員長として述べているわけですけれども、そういうふうに、今

小林議員がそこは不十分じゃないかというご指摘だと思います。私たちはそれを、例え

ば天神中條でアンケートを出してくれました。そのアンケートが５月２９日に議会にも

出ています。そういう中のこのアンケートの調査の結果ですよね。この人たちがどこに

対して不満を抱いているんだ、何に対して不満を抱いているんだというところでは、私

たちは、区の意思が区民の総意ではなかなかなりきれていないというところが大きな問

題だったんです。そこなんです。場所的なところを言われると、確かに細かいところま

では、そういうふうに指摘されれば、そこは確認してないと言われればそうかもしれま

せんが、私たちはあくまでも、ここの延伸工事のみということで、委員会報告書にも書

いてありますけれども、延伸工事ということで審議いたしました。 

○議長（齊藤正行君） 

３回目です。小林進君。  

〇１５番議員（小林進君） 

延伸工事を誰が頼んだの。延伸工事ということを。大事なところだ。  

○議長（齊藤正行君） 

小林議員、この後の討論でお願いします。 

〇１５番議員（小林進君） 

終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君。  

〇４番議員（青栁光仁君） 

４番青栁です。１、２質問をさせていただきます。その前に結論を言わせていただき

ますけれども、議会として産業建設常任委員会へ付託したわけですから、最後の審査の

会議も傍聴させていただきましたけれども、全員一致で採択ということに決まりました

ので、私としては委員会を尊重して、採択やむなしということで、今、結論として考え

ております。ただし、私の住んでおります区でも、町へ区長、組長から狭隘道路の拡幅
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について要望が出ております。そうすると、議会で区長がはんこを押したものを簡単に

ひっくり返していいのかと。質問の１つとして、委員会の中で請願者あるいは紹介議員

に対して、この請願そのものが本来は区長あてに取り下げてくれと。区の要望書を取り

下げてくれといって出すのが筋ではないんじゃないかなと。区によってシステムがあり

ますから私もよくわかりませんけれども、私のところでは区の役員会が開かれれば、組

長が各組に戻って、総会で区の中であったことを報告して、周知徹底をするというよう

な仕組みに従来からなっています。ですから、天神中條の区が代議委員といいますか、

区会議員が付託されて、私ども議員と同じように町民の代表者として決めたことだとい

うことで、そこで止まっているかもしれない。ですから本来は、もっと３月、４月の段

階で不採択にして、区長に請願をやり直すというような指導をしたらどうかという、委

員の中で意見が出たかどうか、それを１つ聞かせてください。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

３月の時点で議会として請願審査を継続いたしました。その理由がそこに書いてある

と思います。要するに、私たちは区の要望というものが区民の中に周知徹底されていな

いと。これを周知徹底してくださいと。そして、しっかり話し合いをした結果を、私た

ちは最大限、区の意思として尊重しますので、その結果をこちらの方にお知らせしてい

ただきたいと。そのときに私は多分３月２８日だったと思いますけれども、区会のほう

で呼ばれました。継続審議をする理由を言ってほしいということで、区会で述べさせて

いただいています。その時に「話し合いをしてください。きちんと理解が得られるよう

に、区も反対している人も一緒に話し合って、そこで結果を出していただきたい」とい

うお話はさせていただきました。 

○議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。  

〇４番議員（青栁光仁君） 

基本的には、その区長の公印というのが非常に重いと今でも思っています。ただ、委

員会が参考人を呼んだり、私が調査を確認する以上に審議をしてきたと思いますので尊

重はしますけれども、本来はもっと早く両者のお答えというか、ここで言うように明確

な確認ができなかったとしても、もっと早くに、こういう結論が出る前に採択不採択を

決めていただきたかったということを申し添えて質問を終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

私たちが、今回なぜ継続審査を２回も続けたかということなんですね。これは、請願
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は不採択とか採択とかというのは、それはそこで決められるといえば決められるんです

が、そうじゃなくて、今回の産業建設常任委員会の趣旨としては、あくまでも区の要望

ということであれば、区の中で話し合っていただきたいと。そういうところを徹底して

私たちは貫き通した結果が、継続審査ということが２回も行われた結果だと思っていま

す。そして最終的に新田南組の組長さんから、要望書が町へも、議会へも届きました。

その中で、町が改めて要望に対する回答を公文書で出すようにということで区会にした

んですね。その公文書を持って、これが最終的に区の意思であるということを判断する

ために、６月も１回継続審査にしたんです。私たちは、あくまでも区の中のことを区の

中で決めてもらいたいというのは一貫してきたと思います。ただ、最終的に出てきた区

の回答を見て、私たちは今回の７月１４日に判断したつもりでおります。 

○議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。  

〇４番議員（青栁光仁君） 

以上で質問を終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

２点ほど確認をさせてください。１点目は、先ほどから出ておりますけれども、３月

の議会で継続にしました。６月の議会でも継続にしました。その理由としては、区の意

思確認をしたいということでしたよね。委員会では。最終的に、その意思確認ができま

せんでした。それで、町の方針が決まりました。最終的にその意思確認ができない状態

の中で判断したという、その主な理由をお願いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

私たち議員というのは住民の代表です。請願というのは、議会に請願の受理権を認め

たのは、住民の立場から住民の代表機関である議会に請願を通して、住民の意思を反映

させるために、議会に提出して議会はその意思によって、住民の願望である請願の趣旨

を採択にするのか、不採択にするのかということですね。私たちが最終的に７月２４日

にこれを決めたのは、あくまでも最後に天神中條区からきているこの回答、この回答を

見てそれぞれの委員が、今はこの住民の区に一生懸命、私たちは区が賛成反対、採決し

ました、その結果こうでしたとか、そういう話ではない回答だったんですね。というこ

とは、こういうのが今の天神中條区の現状なんです。その現状を、今度は、もう自分た

ちでできないということであれば、これは当然、住民の代表は議員ですから、議員の中

で請願が出てるわけですから、その請願をそれぞれの立場でお考えになった委員が、し
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っかりとした結論を出したと思っています。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますと、区から町への最後の回答文を私も読ませていただきました。その中に

は、今後、この件に関しては議論はいたしませんというような内容のものが入っていま

した。それを受けて、例えば、とり方がいろいろあると思いますけれども、区の考えと

しては、それを議論することはないということは、前に要望したことがそのまま生きて

いるのか、というようなそういう状況の中での委員会の審査はなかったということです

か。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

それは、前にあるとかないとかという問題ではなくて、ここに書いてあるのは、天神

中條区２７年度区会としまして、平成７年、当時の要望から現代に至るまでの経緯を明

確にする手段がないと。こう書かれているんですね。だから歴代の区長さんたちが、そ

ういうようにお願いしたとか、そういうことが明確にする手段がないんです、というこ

とがしっかりと明記されているんですね。そういうことを考えますと、これはもう委員

の一人ひとりの考え方だと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

３回目ですから、別の視点で確認をしたいと思いますが、私は、請願の審査というの

は、請願の願意が妥当であるかとか、実現性があるかとか、議会の権限に属するものか

どうかということで判断をするべきだと。例えば、今回のように２０号線の建設中止を

求めるという請願に対しては、その中止をするべきかないかという、委員会でそれを判

断するということではないと思うんですよ。その請願者の願意、請願者の要望というの

はどういうものかということで、妥当であれば採択ということなんですが、実はこの請

願書、今回届いている請願書の要望事項というのは最後の１つだけなんです。「町道天神

中條２０号線の道路建設の中止を強く求めます。」ここ１点が要望なんです。その要望の

前に６項目、２ページにわたって理由が書かれています。その理由の内容が、産業建設

常任委員会で後日調査をした内容と全く異なっている部分もあるんですが、ここについ

ての審査というのはどういうふうにされていたんでしょうか。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

具体的にどういうところですか。 
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〇１３番議員（井上光三君） 

具体的にですか。私たちは、この１番の理由のところ、例えば「道路建設は近隣住民

はもとより天神中條区から要望したものではありません。」とありますけれども、これは

産業建設常任委員会の調査では、天神中條区から要望が出ているんですね。これは要望

したものでありませんということもありますし、区会には１回も図られていません。こ

れは区会でも審議されているというところ。そういう内容が幾つか入っているんですが

、その内容について、私たち産業建設常任委員会で審査したという報告は受けていない

んですけれども、そのへんは願意の妥当性の懐ですよね。どういう審査をされたのかと

いうことです。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

最初に調査したことは、ある議員のチラシが問題になりました。そこの中で、産業建

設常任委員会として、要するにその経過をしっかり調べてみなさいということで、私た

ちは調べさせていただきました。そのときには区の代表の方にお見えになっていただい

て、そこでお話しを聞いたんです。その後なんです。その後、請願が出て、今度はそれ

ではそうではないという、そういうことはないんだという人たちの意見が出てきたんで

すね、請願という形で。なので、そこからなんです問題は。私たちは一方的な、もしか

したら一方的な、例えば区の方たちの意見を聞きました。当然、出てました。そこで載

せました。だけれども、今度請願を出してきた人たちは、自分たちはそれを知らないん

だと。まったく話を聞いていないんです。という話で、その請願を出してきたわけです

よね。そこで初めて私たちは委員会としては調査という段階に入るんです。区の方たち

の代表に来ていただきました。そして、請願の代表の方にも来ていただきました。そし

て、紹介議員の方からも説明を聞きました。その中で大きな食い違いがあるということ

がわかったのが３月の時点です。なので、そこはしっかりと話し合いをしていただきた

いということで継続審査にしていただいたんです。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

３回目なので終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君）  

議長のお許しが得られたならば、せっかく財政課長お見えになっているので、私は富
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士川町公有財産管理規則と町道天神中條２０号線の所管について質疑させていただきた

いんです。というのは、富士川町では公有財産管理規則、これ規則があるんですね。そ

の内容というのは、第１条で公有財産の取得、管理および処分については、法令その他

に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによるということで…。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

これは、今の臨時会の請願審査とどういうかかわりがあるんですか。 

○１０番議員（秋山貢君）  

だから議長のお許しが得られたならば、お聞きしたいということで今説明をさせてい

ただいています。 

○議長（齊藤正行君） 

説明をしてください。 

○１０番議員（秋山貢君） 

第２条で、公有財産、地方自治法第２３８条に規定するものをいうということで、公

有財産について地方自治法の２３８条ということを定義しております。地方自治法２３

８条というのは、この法律において、公有財産とは普通地方公共団体の所有に属する財

産のうち次に掲げるもの、基金に属するものを除くという１に不動産とあります。これ

に照らし合わせると、この町道天神中條２０号線の区域内にある現存の町有地というの

は、この公有財産管理規則に定められた、公有財産と私は考えるんですけれども、財政

課長が、公有財産事務の総括をしておりますので、財政課長に答えていただけるであれ

ばお聞きしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

あくまでも現２０号線のことを言っているということですね。 

○１０番議員（秋山貢君） 

そうです。その土地がこの規則に当てはまるかどうかということをお聞きしたいんで

す。 

○議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。議員のおっしゃるとおり、地方自治法第２３

８条では、普通地方公共団体の所有に属する財産のうちに不動産というものが含まれて

おります。広義、広い意味からでは、この不動産は含まれると考えております。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 
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そうであればですね、この管理規則の第７条に「公有財産の管理」という項目がある

んです。そこでどんなことを述べているかといいますと、「各課等の長は、その所管する

公有財産について随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の

効率的な利用および良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない」という

ことで、１、２、３、４、５があるんですけれども、その中の４番に「土地の境界の確

認」という項目があるんです。何を言いたいかといいますと、万が一ですね、どうなる

かわからないですけれども、例えば、建設中止の請願が採択されたということであって

も、この公有財産の管理ということは適正に管理しなきゃいけないんですね、規則で。

だから、やはり当該２０号線の町有地がこの規則に当てはまるということであれば、町

はこの規則にしたがって適正な管理をしなきゃいけない。当然、近隣住民に迷惑かけな

いような維持保全というものをするべきだと思うんですけど、財政課長のお考えをお聞

きします。 

○議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 

公有財産管理規則第７条の中を抜粋いたしますと、「財産の効率的な利用及び良好な維

持保全に努め適正な管理をしなければならない」ということが書かれておりますから、

これに基づきまして、良好な維持保全、さらには適正な管理をしていく必要があると考

えております。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

ということで、私はたとえ建設工事が中止になったとしても、そこを、一切手をつけ

てはいけないという考えには当然ならないと思うんです。やはり町有地があるからには

そこを近隣住民に迷惑をかけない対処というのは当然やっていくと、今、財政課長おっ

しゃいましたけれども、私もそのとおりだと思うんです。だから、建設工事を中止した

からといって、その辺の管理工事ができないということはないんじゃないかと、私は考

えます。 

以上で終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、請願第３号の請願審査報告に対する質疑を終わります。 

市川委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
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これから請願第３号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

まず原案に反対の発言を許します。 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

産業建設常任委員会の請願審査結果に反対の立場で討論させていただきます。常任委

員会で、３月から継続審査でこれまで膨大な時間をかけ、慎重審議していただいたこと

について、反対するのはとても心苦しいですが、私の考えを述べ、反対させていただき

ます。１つ目として、今回の請願に対し、議会が判断していい問題かどうか常に考えて

いました。これまでの経過として、議会では昨年３月の定例会で予算を認めました。そ

れは、区から長年にわたり道を造ってほしいという強い要望があったこと。防災面にお

いても天神中條２０号線は必要だと感じたからです。区民の中に、反対があることは事

実ですが、区から町へ区長名で要望が出ているということは、区の総意であると判断せ

ざるを得ません。中止を求める請願を提出するのであれば、まず天神中條区へ出される

べきで、区が要望の撤回や中止を判断するべきだと考えています。ここで議会が判断し

てしまえば、この先、ほかの各区の運営に問題が生じるおそれがあります。２つ目とし

て、町が出した方針には、「延伸工事は再度要望があるまで当面見合わせる。既存の道路

については、公共の土地と民間の土地がわかるように、近隣住民の理解を得ながら、境

界を入れる。」という２つの文章が入っています。問題を鎮静化するには、賢明な判断だ

と思いました。請願の内容は、天神中條２０号線の建設を中止するという内容です。２

０号線全体の中止では、町の方針の中の既存の道路の整備も中止になってしまいます。

天神中條区内が混乱している中、私も延伸工事については、再度要望があるまで見合わ

せるということでよいと思いますが、現道については、官民の境界をしっかりし、適正

に管理されるべきだと思っています。議会では請願が提出されれば、必ず審査し答えを

出さなければなりません。ここで採択にしてしまえば、既存の道路の整備もできなくな

ってしまうと危惧されます。 

以上の理由で、この請願内容については不採択です。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

傍聴者は静粛にお願いします。静粛にしていただけなければ退場を命ずることができ

ますので、ご了承ください。 

次に原案に賛成の発言を許します。 

９番 長澤健君。 

○９番議員（長澤健君） 

それでは、請願を採択について賛成の立場から討論いたします。本来であれば、狭隘

道路、行き止まり道路の建設は、防災面、地域の活性化の観点からも推進すべきだとは
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考えます。しかし、今回の天神中條２０号線に関しては、近隣住民から反対の請願が出

され、長期にわたる産業建設常任委員会での調査・検討の結果、請願が採択となりまし

た。これは重く受けとめるべきだと思います。地元の議員としては、これからの天神中

條区政に悪影響を及ぼさないよう、この混乱を治めたいという思いが一番です。私も若

輩者で、過去の経緯、区の運営に対する知識不足を大いに反省しています。今後はこの

教訓を生かし、天神中條区の会議の手法、要望書のプロセス等の確立に協力していきた

いと考えております。残念なのは、議員のチラシにより住民の誤った判断が見られたこ

とです。住民に正しい情報は伝える、個人の主観を記事にして混乱させるというのは、

議員としてはあるまじき行為です。チラシに書く前に、議員同士で正々堂々議論を尽く

すべきだと私は思います。そして、混乱させた原因に執行部側の対応もあります。区の

要望書をもとに事業化したものですが、事業化した以上は責任を持って仕事をするべき

ではなかったのでしょうか。しかし、事業が始まっても住民にあいさつすら行かず、説

明も不十分で、近隣住民に対しての誠意をまるきり感じませんでした。途中からは、他

人ごとのように傍観していた建設課には、これからは同じことを繰り返さず、職務を全

うする気概を持っていただきたいと思います。今後、もっと大きなリニア建設問題が控

えております。天神中條区民、富士川町民一丸となって、向かい合っていかなければな

りません。この混乱を治めることを優先に考え、私は請願採択に賛成いたします。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

次に原案に反対者の発言を許します。 

１５番 小林進君。 

○１５番議員（小林進君） 

中止の請願書の採択に反対する意見を申し上げたいと思います。天神中條２０号線建

設中止の請願書の採択に反対をいたします。去る７月１４日、志村町長が全員協議会で

町道天神中條線の道路改良工事について、南側の県道平林青柳線までの延伸工事の先送

りと、現道東側に買収済の道路敷と民地の境に、境界壁の設置工事を、地元の了解を得

る中で実施したいとする旨の表明をいたしました。これを受けた形で、産業建設常任委

員会が開催され、同委員会は２０号線建設中止の請願書を採択することになりました。

しかし、３月６月と、この件を継続審査してきたその結果が、中止の請願の採択であっ

たことは、審議を尽くした結果といえるのか納得しがたいものがあります。採決には反

対をいたします。反対の理由として、町当局が天神中條区で文書のやりとりを、同区の

考え方は変わらないが、反対者もあり、苦慮している現状を町は危惧して、南に延伸す

ることは、改めて天神中条からの要望がない限り工事を先送りするということで、事態

の収拾が図られたことになりました。請願の趣旨は成就したものであり、請願の採択に

は反対をいたします。 
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以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

私は、委員長に対する質問の中でも初めに述べましたけれども、なんで産業建設常任

委員会へ議長名で、議長名ということは議員全員です。議員全員で付託したわけです。

その委員会が、私どもにもできない参考人招致も含めて、長期にわたって審査をしてい

ただきました。それは重く見なければ、議会運営がいい加減ということになるじゃない

ですか。私は先に述べましたように、この請願自体は、本来は地区の皆さんに、これは

区長さんに出すべきものですよと、言ってほしかった。あるいは、そう言って紹介議員

も、説得しなきゃならん問題だと思います。ただ議長名で産業建設常任委員会へ付託し

たものですから、その結論を尊重しなければならないと思って賛成いたします。それか

ら先ほど小林議員、秋山議員、何を質問しているか、私にはちょっとわかりませんでし

た。委員長は、延伸について審査したと。秋山議員はさかんにその境界線のことをおっ

しゃっておりましたけども、町長から議長あてに出されたこの間の２０号線の道路改良

工事についてという回答文については、やはり延伸工事ということが書かれております

。それと、民有地との境界を明確にする必要があるということは述べられておりますけ

ども、延伸工事、委員会のほうでは延伸工事を審査したと、委員長がおっしゃっており

ますので、私は時期が遅かったとはいえ、委員会の結論を尊重したいと考え、賛成討論

とするものであります。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

次に原案に反対者の発言を許します。 

１３番 井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

反対の立場で意見を申し上げます。その前に、今回の天神中條２０号線建設反対の声

が上がってきたこと、また議会に請願が出されたこと、町にも要望書が出されたこと、

区の意思もはっきりしないことなど、混乱が生じている状況の中で私個人としては２０

号線の延伸工事はしばらく見送るべきだという考えであります。この中で、今回町が示

した延伸工事の見送りは評価をしたいと思っています。ただし、反対する立場として、

請願に対しては反対をする立場ということです。請願の審査とは、工事の是非を決する

審査ではないということを改めて確認した上で、審査に当たる必要があることを申し上

げたいと思います。請願の審査とは、願意が妥当であるか、実現の可能性があるか、議

会の権限事項に属するか等々を踏まえて、議会としての賛否の表現であり、請願そのも
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のを議決するものではありません。これは地方議会運営事典等にも示されていることで

あります。私は、不採択すべきであるという理由としては３点を挙げたいと思います。

１点目は、今回の２０号線工事は天神中條区から出された要望であることを尊重しなけ

ればならないということです。これは、産業建設常任委員会の調査の中でも明確になっ

ています。町の事業には、地区からの要望により計画されるものが多くあります。特に

こうした地域内の土木工事は、当然区長さんを通じて要望が出されるシステムになって

います。私は今回の住民の皆さんから起きた反対運動はそれなりの評価をしますが、そ

のパワーを実際には区に対して行ってほしかったという思いがあります。今回のように

区から出された要望に対する事業について、区を通り超えて議会で判断することは、区

会という自治組織を無視して判断してしまうことになり、地方自治の根幹を揺るがすこ

とにもなりかねません。産業建設常任委員会では、ここのところを重視して、これまで

請願審査を２度も継続してきたという経緯があります。ここまで継続してきたにもかか

わらず、区からの回答は、この件については議論しないということであり、意思が明確

なものでありませんでした。明確になっていない以上は、先に出された建設要望はその

まま継続されていると判断せざるを得ず、不採択とすべきという考えがあります。２点

目は、権限外の請願は不採択にするほかないという考えです。これは昭和２５年１２月

２７日の行政実例に示されていますが、この権限外の考え方について、一部には国等で

なければ措置できない内容の請願が地方議会に提出されたときをいう、という解釈もあ

るようですが、私の調べた範囲では、執行権を有する執行機関が決めるべき内容の請願

が議会に提出された場合、議決権しか有しない議会においては、権限外として取り扱う

べきとして、請願審査にあたったという議会が実在するということです。ただし請願は

住民の権利であります。手続きさえ踏んでいれば、議長は受理することになりますし、

この件ばかりではありませんが、受理したものが権限外として不採択になるのは、請願

者としては不本意な場合が生じてきます。そうしたことのないように、私たち議員が紹

介議員になるわけですから、私たち議員もしっかりと勉強しておく必要があります。今

回の請願も、もし議会に提出するならば、議会独自で判断しろというものではなく、例

えば建設中止の意見書を議会から執行機関に出してほしいという内容にすべきではなか

ったでしょうか。今回の件では、既に議会として設計業務を可決しており、工事計画は

執行機関である町に委ねられていることの中で、議会独自で建設中止の判断をすべきで

はありません。特に今回は、執行機関側から延伸工事は見送る旨、また、現道の土地の

境界を明確にする工事等は実施する旨の方針が出されています。この場合、本請願の要

旨は、２０号線の建設中止を求めるものですので、採択にしても不採択にしても、今後

の執行機関の方針に混乱を招く事態が予想されます。したがって今回の請願は、既に執

行機関の方針が出されていることを踏まえ、権限外として不採択にすべきと考えます。

３点目は、請願の願意の妥当性について疑義が生じていることについて申し上げます。
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産業建設常任委員会はこれまで、天神中條区の意思を確認したいからという理由で審査

を継続してきており、最終的には、採択としての報告ですが、請願そのものの願意の妥

当性についての審査がはっきりしていません。請願の要旨は、町道天神中條２０号線の

建設中止を求めているものですが、その理由として６項目の内容が示されていますが、

その内容の幾つかに、先に建設常任委員会が調査した内容と大きく違う点があります。

先ほど質疑の中で、産業建設常任委員会の調査の後、わかった部分もあると委員長から

ご答弁がありましたが、その真偽については明確にされていない部分です。明確にされ

ていない以上、願意に妥当性がないと判断せざるを得ないと私は考え、以上の点から委

員長報告に対しては反対をしたいと思います。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

ちょっと待ってください。お２人は紹介議員でありますので、それ以外にございませ

んか。 

では１２番 齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

先ほど、議長からも紹介議員だというお話がありました。賛成意見する立場で意見を

言うわけですけども、同時に私は産業建設常任委員会で審査も行ってまいりました。今

回、委員長に対して、いろんな厳しいご指摘、意見がありましたけれども、私たち産業

建設常任委員会は、実は本会議で請願審査の付託を受けたのが３月ですけれども、既に

昨年１１月終りごろに、住民の間で大きな問題になっているということを踏まえて、委

員会独自の活動として調査を開始しておりました。先ほどから審査が不十分だというご

指摘がありますけれども、これだけ長きに審査をしてきたのは、私のわずか１２，３年

の短い議員生活の中で初めてのことであります。そして、請願審査について、７月１４

日審査日の朝、町から方針が出されました。意見の中に、その方針を踏まえたのかとい

った意見がありましたけれども、私たちは、住民から出された請願、これの妥当性につ

いてずっと議論をし、そして一番大きかったのが、町長が昨年３月に本会議において、

２０号線建設を打ち出した時におっしゃった、地域住民からの強い要望というところが

最も大きな問題であったと私は感じております。そして、それについては、町から求め

た区長に対する、区に対する回答の中で、２回ほどちょっと文書の行き違いがあったよ

うですけれども、その回答で、これまでの経緯が区としても明らかにできなかったと。

どういうことかというと、歴代区長からあったとか、あるいはいついつの区会で正式に

決めたとか、そういったことを明確にすることはできませんでしたという内容の回答が

なされております。それぞれの立場、それぞれのことを思いながら、委員会としては委

員長がご苦労の末、先のような委員会報告を作成したんだと私は思っております。そし
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てまた、井上光三議員から、願意の妥当性について審議すべきだというお話がありまし

た。そのときに、要望書の中に書かれている区からの要望、近隣住民はもとより、天神

中條区から要望したものでないと、住民からの請願の内容ですけども。あるいは区会で

は１回も諮られていませんと。この点についてはですね、すでに区長等々の先ほどの回

答の中にも明らかにできなかったという表現でありますけれども、回答をいただいたと

私は思っております。さて、本題になりますけれども、この委員会ではこうしたことを

踏まえながら十分審議もして、７月１４日の委員会審査は、ここにおられる全員か、欠

けても１人くらいだと思いますけれども、全議員の方も傍聴され、そして多くの町民も

傍聴される中で、委員会の結論は出されました。当然議員さんです。ご承知だと思いま

すけれども、委員会については、議員は委員長の許可を得れば発言することもできる、

そういう立場でもあったと私は思っています。そして先ほどから２０号線はどこなんだ

という議論もありました。私たちがやってきたのは、あの道を青柳平林線へ繋げること

はまかりならんと、止めてほしいということについて議論をしてきました。ただし、最

近になってですね、確かに２０号線、現在ある２０号線は道路認定をしました。で、今

言われているのは、拡張という話が少し出てきているようですけども、それは今回の問

題とはまた別の問題として議論すべきだと私は思っています。私たち委員会は、そのよ

うな形で審議をし、そして先ほど青栁議員なんかも委員会の審理というのは重要だとい

うことをおっしゃいましたけれども、まさしくそうであるし、仮にこれが否決されるよ

うなことがあれば、今後富士川町議会において委員会付託というものは全く必要ない、

そういうことになるだろうと私は思っています。今回の住民の要望を受けたこの審査結

果を皆さんは心に強く持ち、そして改めて議会は何たるものか、町民の声も聞き、そし

て町政の不備、間違いがあればそれを正していく、これが一方で議会の重要な役割を、

側面を持っているということを念頭に置きながら、最後、それぞれ正しい、あるいは覚

悟をもって判断をしていただきたいと思います。 

以上で私の賛成討論を終りとします。 

○議長（齊藤正行君） 

次に、反対者の発言を許します。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって請願第３号の討論を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０４分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１１分 

〇議長（齊藤正行君） 
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     休憩を解いて再開します。 

これから日程第４、請願第３号を採決します。 

請願第３号は起立によって採決します。 

請願第３号に対する委員長の報告は採択とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成 ９、 反対 ５ ） 

起立多数です。したがって請願第３号は委員長の報告のとおり採択することに決定し

ました。 

 

○議長（齊藤正行君） 

９番 長澤健君。 

○９番議員（長澤健君） 

町道青柳天神中條線からの現道に付帯する町有地の適正管理を求める意見書について

動議を提出いたします。 

○１０番議員（秋山貢君） 

賛成。 

○議長（齊藤正行君） 

長澤健議員の、町道青柳天神中條線からの現道に付帯する町有地の適正管理を求める

意見書についての動議について、採択します。 

○議長（齊藤正行君） 

ここで暫時休憩します。 

ただいまの動議について、議会運営委員会を開いて協議いたしますので、議会運営委

員の皆さんは、別室へお集まりください。 

休憩 午前１１時１３分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２５分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

ただいまの議会運営委員会の結果について議長から報告をいたします。先ほど、採決

の中で、請願が採択されました。その前の質疑において、現状の道路、２０号線の改修

工事については、財政課長より適正な管理をしていくという旨の説明がありました。そ

のために、今回この動議を取り上げますと、またおかしくなってしまうというか、一事

不再議の可能性も出てきますので、今、話し合った結果として、取り下げるということ

になりました。 

９番 長澤健君。 
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○９番議員（長澤健君） 

今の議運の結果ですけれども、私も一番危惧をしたのは、やはり今回延伸工事がなく

なった中で、そうはいっても現状ある天神中條２０号線の適正管理ができるかできない

かというところを一番危惧したもので、先ほど秋山議員からの質問にもありました、公

有財産管理規則第７条の境界の管理というものはしっかりやっていくということを聞き

ましたので、今回の動議は撤回いたします。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

本日の会議を閉じます。皆さまには、お忙しいところ大変ご苦労さまでした。 

平成２７年 第３回富士川町議会臨時会を閉会します。  

起立願います。「相互に礼」、ご苦労さまでした。 

 

 

閉会  午前１１時２７分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


